
横浜市芸能センター（横浜にぎわい座）
　第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）

基本方針 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 総括コメント 行政評価 総括コメント 外部評価 総括コメント

１　大衆芸能の専門施設として、質の高い鑑賞
事業を提供することを中心に、創造発信、若手
実演家の育成、市民協働など多角的に絡めた展
開を推進。
２　市民の自己実現の貴重な機会である貸館運
営の充実を図り、施設として総合プロデュース
力を高め、「文化芸術創造都市・横浜」の実現
の一翼を担う。

◆施設間連携、市民活動支援、市民協働支援等
の機能を強化。
◆安定経営を維持するとともに、新たな使命に
積極的に取り組む収支予算の実現。
◆引き続き「快適な環境維持」「安全確保」
「効率的な保守管理」に取り組む。経年劣化に
よる修繕問題にも迅速に対応。
◆利用率、利用料金収入の向上のため、貸出方
法の工夫や各種割引制度の積極的な導入。

B

　開場十周年を迎えた平成24年度は、4月から
12月まですべての主催興行を記念興行と位置
付け、例年以上に多彩な内容で開催するとと
もに、記念展示の開催や新規グッズの発売な
ども合わせて行いました。
　さらに開場十周年をプロモーションの好機
ととらえ、大衆芸能ファンはもちろん、大衆
芸能に馴染みの薄い方々にもご来場いただけ
るよう、桂歌丸館長を先頭にさまざまなプロ
モーション活動に取り組みました。
　大衆芸能を活用した他組織との連携や地域
との連携、市の文化政策との連携において
も、様々な成果を挙げることができました。
　一方、収支面においては、昨年度の状況を
踏まえながら経費削減と収入獲得に努めまし
たが、収支改善までには届かず、平成25年度
への課題を残す結果となりました。

B

　開館10周年の年として1年を通じ広報・プロ
モーションに努めた結果、有名会の入場者
数・収入ともに10％以上アップしており、前
年度の課題であった有名会への入場者の拡充
に着実に成果を上げました。また学校や組
織・他施設との連携事業により館での公演以
外にも大衆芸能への接点を提供するなど、文
化振興に貢献しています。
　収支や室場の利用率では改善が必要な点も
あるので第２期指定管理期間の後半へ向けて
弱点の強化を図っていくことを期待します。

B

　地域との連携やアウトリーチ活動など、公的
施設の立場から総合的に事業に取り組んだこ
とで、市民に大衆芸能を鑑賞する機会を提供し
たこと、きめ細やかなホスピタリティに基づく管
理運営がなされていることを評価する。
　有名会などは、これまでと異なる出演者を取り
こむ等の工夫をし、事業収入や利用料収入の
向上に努まれたい。また、未利用者のニーズ把
握や広報効果の定量測定などにより、残る課題
を分析し、収支均衡を目指すことを期待する。

※各目標の取り組み内容については別添「業務計画完了確認表」に基づき、毎月のモニタリング時に確認済み。

（１）事業目標 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

1.　鑑賞機会提供の安定的開催と充実（鑑
賞機会提供事業）
※市民ニーズに応える演目構成

◆質の高い公演を安定した体制の中で確実に開催

◆入場料収入が事業経費を上回る収支構造の維持

●大衆芸能専門として、「常打ち公演（毎月1日～15
日）」を中心とした主催事業を年間250公演以上実施
します。

●各月２公演以上の大入り（入場数300名以上）を達
成。

●「有名会」入場者の拡充（平成23年度実績の10％
増の集客）

B

　「有名会」は、“仲入り後割引”制度のスター
ト、十二月興行での開場十周年特別割引、チラ
シデザインのリニューアル等の取り組みを行うと
ともに、神奈川県浴場組合とのプロモーション
連携をはじめとする、開場十周年を契機とした
広報活動により、対前年度比、入場者数が
18.7％増、入場料収入が12％増となりました。

Ａ

　今年度から有名会の入場者増のためチラシ
のデザイン変更や団体誘致・浴場組合との連
携等様々な策を講じた結果、有名会の入場者
数が昨年度比で18％増えていることは施設の
努力として評価できます。
　また、大入り数も目標の年間24公演に対し70
公演を達成していますので、10周年という冠の
なくなった25年度以降も継続した入場者増の
取り組みを期待します。

2.　にぎわい座からの創造発信（創造発信
事業）
※創造・挑戦的な取組み

◆オリジナリティの高い大衆芸能の発信

◆後世につながる作品づくり

●創造発信公演として、これまでの実施してきた企画
の再演、または、新規の内容による公演を1回以上実
施し、大入り（入場300名以上）を目指します。

●「坂あがりスカラシップ」として、新進アーティストの
制作活動を支援するとともに、これまで支援してきた
アーティストの公演を1回以上、にぎわい座で開催し、
その成果を広く発信します。

B B

3.　にぎわい座を拠点とした若手実演者の
育成（育成事業）
※若手芸人等人材育成への取組み

◆若手実演家を育成する仕組みづくり ●（芸能Ｈ公演）若手実演者を中心とした公演を年7
回以上、各回100名入場目標で開催します。

●（小ホール）若手育成公演の年間12回以上の開
催、および、この企画の過去シリーズへの出演者との
競演企画の1回以上の実現 B B

　小ホールを中心に若手の育成に積極的に取
り組むことで、若手の芸能ホール公演に向けた
意欲と研鑽を喚起しており、第2期指定管理期
間の「小ホールで研鑽、芸能ホールへ」という
提案が実現できています。

4.　多様な世代に向けた教育普及活動の拡
充（体験・学習事業）
※子どもの創造性育成
※鑑賞のすそ野の拡大

◆教育普及事業の拡充

◆生涯学習講座の拡充

●「横浜市教育プラットフォーム」の「学校プログラム」
でのコーディネーター業務を2回以上行い、学校カリ
キュラム内で芸術体験の機会を提供する。

●「寄席体験プログラム」の継続開催により、「寄席」
の魅力を体感してもらう（参加者1,500名以上）。

B B

5.　連携による大衆芸能振興の展開（連携
事業）
※他施設との連携

◆近隣施設等と協働実施している事業の継続

◆財団運営の専門施設と連携した事業やサービス
の展開

●他の施設や組織への積極的な大衆芸能に関する
情報やノウハウの提供、企画制作への協力（年間10
件以上の情報提供・制作協力の実施）

●全年齢に向けて、経常企画と連動したレクチャー
企画や体験講座を３回以上開催。

●専門施設間連携プロジェクト内のミーティングを定
期的に開催。

B

　神奈川区自治会町内会連合会の落語企画
への制作協力や、西区の福祉施設での落語会
の開催、緑区市民活動センターサロンでの職
員によるレクチャー、中区主催の「銭湯寄席」開
催に向けた相談など、他の施設や外部の組織
と連携し、大衆芸能の振興のための活動を行
いました。
　また、「寄席文字体験教室」や「野毛まちなか
キャンパス」での大衆芸能に関する講座など、
幅広い層に大衆芸能への興味を喚起する企画
を実施しました。

B

6.　大衆芸能に関わる市民活動への支援
（市民活動支援事業）
※市民協働による事業や運営の展開

◆アウトリーチ、市民協働に対応する「コーディネー
ト」「相談」機能の整備

●「野毛大道芸」「野毛まちなかキャンパス」への広報
協力、展示やレクチャー企画への会場提供（年3回以
上）。

●職業体験・インターンシップ等の学生の受入れ（年
5名以上）。

B B

7.　大衆芸能情報センターとしての情報拠
点化

◆各種メディア、各地の公演内容等の情報収集・提
供

◆大衆芸能に関するよろず相談サービスの提供

◆電子大福帳の活用

◆展示事業の展開

●開場十周年記念企画の特別展示のほか、大衆芸
能関連展示を年3回以上開催します。

●館内のチラシラックの増設や効率的な配置方法を
検討します

●「電子大福帳」へ、すべての主催公演の情報（公演
日、演者、ネタ等）の入力を行い、今後の企画検討の
際の資料として役立てる。

B B

8.　地域活性化への貢献
※街のにぎわいづくりへの寄与

◆地元団体との協力による事業展開 ●地域の飲食店等と連携した割引制度や集客・広報
活動を実施します。

●地域の組織や中区・西区役所のイベント等の中
で、施設のＰＲ活動を展開していくことで、施設への
来場者を増やすとともに、立地する「野毛地区」への
注目度のアップをはかる。 B B

9.　市の文化政策との連携
※都市戦略との連携

◆創造都市施策推進に協力 ●「横濱ジャズプロムナード」へのべ2日間参加。横浜
都心部の活性化や市民協働の推進に寄与します。

●「学校プログラム」へ２プログラム以上参加。

●「ＴＰＡＭ」１公演参加（「坂あがりスカラシップ」公
演）。

●２Ｆ展示コーナーを、大道芸フェスティバルの写真
展に1回以上提供します。

●「野毛まちなかキャンパス」１回以上の講座企画を
協働して開催。また、2回以上の会場提供を実施。

B B

B
各委員の事業目標についてのコメントは別紙
参照

＜評価基準＞ 
A（著しく優れている）：業務基準・目標水準を遥かに上回っている。 
B（適正）：業務基準・目標水準を達成できている（※標準点） 
C（改善の必要有）：業務基準・目標水準に満たない。又は一部未達成。 

＜コメント・理由欄＞ 
A：数値・具体的な事項等を記入のこと。当初予定していなかった事業を実施し効果をあげたり、目標を遥かに上回った理由を記入。 
B：目標通り達成できている場合は特にコメント不要。目標と違う方法でも同様の効果が得られた場合はその様に記載。 
C：目標に達しなかった理由や今後の改善策を記載のこと。 



横浜市芸能センター（横浜にぎわい座）
　第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）

（2）運営目標 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

1．　大衆芸能専門館としての顧客満足度の
高い運営の実現

◆専門対応能力とアドバイス力の向上

◆大衆芸能独特の魅力あるホスピタリティの向上

●大衆芸能利用の多い劇場複数リサーチ、サービス
の1件以上導入

●野毛グルメマップ作成掲載、売店（野毛茶屋）販売
弁当の改良働きかけ

●実践的な貸館研修の年度内実施 B B

2．　施設の利用促進、利用開発による利用
率向上

◆ホールセールスの展開

◆施設別促進策の展開

●目標利用率：芸能ホール80％、小ホール60%、練
習室75%、制作室40％）　※年間を通しての平均

●貸館利用者の動画配信サービス提供を実施、にぎ
わい座ＰＲにつなげる

●あらたな利用割引制度導入、新規利用者の獲得・
定着

B

　施設利用促進策として、横浜にぎわい座の特色を
活かした利用案内チラシの作成・配布、さまざまな
広報物への利用案内記事の掲載を行いました。さ
らに利用者に対しては丁寧で親切な対応を心掛
け、次回以降の利用に繋がるよう地道で継続的な
努力を積み重ねました。
　いずれの室場も目標利用率に届かなかったもの
の、芸能ホールは目標の96%、練習室でも目標の
86%の利用率を達成し、利用率全体としても前年度
に比較するとやや上向きました。施設利用人数も前
年度比約2500人ほど増加しており、今後も利用促
進策を継続して着実に成果をあげていきます。

Ｃ

　利用率の目標達成はできていませんが、芸能
ホールでは昨年度比３％アップしており、また促進
用の案内チラシを作成するなど積極的に努力して
います。
　25年度以降更なる利用率アップのための施策を
考案・実施することで目標達成できることを期待しま
す。

3．　ニーズに基くサービス ◆多角的ニーズの把握、分析
◆サービス開発、提供
◆苦情処理への対応とその反映

●年間155件以上の自主事業公演でアンケート実施

●お客様ニーズをふまえた新規グッズを一種類以上
提供

B B

4．  広報取組について ◆横浜にぎわい座の魅力や価値を明確に表現し、
広報業務のブラッシュアップ（効果的・効率的な改
善）
◆幅広い層へ大衆芸能やにぎわい座の魅力を発信
するため、新たな広報ツールやネットワークの活用
◆開場10周年企画を通じた広報活動と施設の周知

●チラシ・ポスター等広報物の部数・形式・配布先と
方法を見直し、広報作業の効率化を図る。

●情報発信・相談窓口の拡充のため、ＨＰの見直し、
ソーシャルメディアの活用について検討改善

●広報誌「賑々」開場記念10周年記念号として、１万
部発行

●WEB展開等、多くの方への発信方法を検討し、新
規広報媒体への掲載５件以上

B B

（3）維持管理目標 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

1．　安全・安心・快適な施設の維持管理に
ついて

◆施設（建築物）/建築設備/舞台設備/備品の安全
確保
◆アンケート施設評価満足度の向上
◆高齢者や身体障害者への配慮

●（管理側責任による）人身事故「ゼロ」の実現

●アンケートの“快適評価”4.5点を達成

●サービス介助士２級取得者1名以上獲得

●年度内消防訓練2回実施。

2．　施設予防保全への取り組みについて ◆館内の日常的整備点検
◆施設管理会社との管理業務確認のための定例
ミーティング実施
建物所有者理事会との調整・連携強化

●小破修繕の速やかな対応

●施設管理会社との定例ミーティング月１回＝年１２
回

●建物所有者理事会へ月１回参加、情報共有

3．　その他管理に関する実施業務 ●舞台技術・建物総合管理・舞台機構・音響・照明
設備について、専門業者へ委託実施

（４）収支について 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

1.   経費削減及び収入増加策について ◆経費削減と収入増加 ●経費削減と収入増加策により、（年間を通して）収
支差額ゼロ以上を達成し、健全な経営体質への転換

2.   人員配置及び勤務体制 ◆●人員配置：館長１(非常勤）、副館長１、ﾁｰﾑﾘｰ
ﾀﾞｰ２、職員６、アルバイト２、パートスタッフ28

●館長を除く、ローテーション体制による運営
　　事務室内：基本二交替制で最小2名
　　受付窓口：三交代勤務（9時半～22時）

（５）PDCAｻｲｸﾙ 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

1．　日報及び月報の作成・管理

2．　業務計画書及び業務報告書の作成・管理

3-1．　業務評価（モニタリングの実施）

3-2．　業務評価（自己評価の実施）

3-3．　業務評価（第三者による評価の実施）

（６）指定期間終了にあたっての業務 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

1.　業務の引き継ぎ等

2.　原状回復義務

3.　備品及び文書等の取扱い

（７）留意事項 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

1.　保険及び損害賠償の取扱い

2.　法令の尊守と個人情報保護

3.　情報公開への積極的取組

4.　市及び関係機関等との連絡調整

5.　その他
（1）適切な許認可及び届出等
（2）施設の目的外使用
（3）名札の着用
（4）人権の尊重
（5）近隣対策
（6）地域との連携
（7）重要書類の管理
（8）行政機関が策定する基準等の遵守
（9）法令の制定及び改正への対応

各委員の留意事項についてのコメントは別紙参照B B B

B B B 各委員のPDCAサイクルについてのコメントは
別紙参照

B

　管理委託経費、印刷経費、臨時雇用職員の配置
数減等により大幅な経費削減を行いながら、開場
十周年を契機としたプロモーションにより入場料収
入増に努めました。
　プロモーションの成果により特に有名会は前年度
比で12パーセント売り上げを伸ばしましたが、他
方、その他の主催公演で入場料収入が減少しまし
た。これは大入り公演(入場者300名以上の公演)が
前年度に比較して減少したことが主要因ですが、そ
の背景には、前年度までに完結した大入り人気シ
リーズ公演等の後を受け開場十周年を契機に次の
時代を担う演者の新シリーズをスタートさせたこと等
の影響もあるため、引き続き来場者を増やすよう継
続的に取り組みます。
　他に光熱水費の値上げ等の要因も加わったため
収支差額ゼロは達成できませんでしたが、前年度よ
りも収支マイナス幅を減少させました。

Ｃ

　収支は昨年度と同様にマイナスが続いてい
ますが、昨年度より改善出来ており、広報活
動の促進等努力をしています。
　また、昨年度の課題でもあった有名会で収
入を増加させていることや投資的な若手育成
公演に注力していることから来年度以降さら
に収支を改善できるよう期待します。

Ｃ 各委員の収支についてのコメントは別紙参照

B 各委員の運営目標についてのコメントは別紙
参照

B B B
各委員の維持管理目標についてのコメントは
別紙参照



横浜にぎわい座　第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）　【別紙】

外部評価
総括コメント

（左記の理由）
外部評価

総括コメント
（左記の理由）

外部評価
総括コメント

（左記の理由）
外部評価

総括コメント
（左記の理由）

B

　高い入場率、子供たちへのアプロ－チ、地域と
の提携など、公的施設の立場から総合的に事業に
取り組めることが最大の長所である。今後はより
多くの観客を取り込むため、番組（特に有名会）
にこれまでとは一味違う味付け（例えば、立川
流・先代円楽一門の出演など）を工夫すると申し
分ないと思われる。難しいテーマであるが、粘り
強い努力を期待したい。

Ｂ

・開館１０周年のプロモーション活動に積極的に
取り組み、市民が大衆芸能を鑑賞する機会を年間
を通して質量ともに十分に提供した。
・施設の良好な維持管理に努めつつ、管理費や事
務費の支出削減に取り組み、一定の成果があっ
た。
・引き続き事業収入及び利用料収入の増加に努
め、収支均衡を目指すよう期待する。

Ｂ

･親しみやすく質の高い内容の鑑賞事業の継続的展
開と、きめ細やかなホスピタリティに徹した管理
運営がなされています。
・開場10周年記念興行と位置づけての新規プロ
モーション展開や、他組織他地域との積極的な各
種連携事業は、鑑賞者拡大及び「にぎわい座」の
魅力や存在感向上につとめていると評価できま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・市
民活動支援、市民協働による取り組みについても
努力されています。芸術文化における時代の要請
からも、地域に開く芸能センタ－として、２５年
度以降も更なる協働の進化を期待します。
・収支面も努力され一定の効果をあげています
が、残る課題を分析改善し、収支均衡がなされる
よう、今後の工夫や努力を期待しています。

B

・開館10周年を記念した各種事業を積極的に実施
し、地域振興やアウトリーチ活動に注力した点は
評価できる。
・一方で、未利用者のニーズ把握や広報効果の定
量測定などについては十分ではないため、収支面
で課題が見られる。
・今後は、優れたサービス企業をベンチマーク事
例としてスタッフ全員で研究し、「利用者がまた
来たくなるにぎわい座」であるような企画が生ま
れることを期待する。

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

（３）
維
持
管
理
目
標

（４）
収
支
に
つ
い
て

（５）
P
D
C
A
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

（７）
留
意
事
項

　施設利用率を高く設定し、その目標に向けて努
力することも必要であるが、需給のバランスによ
るところも多く、需要が少ない場合には致し方な
いものでもあるので、徒に目標を高く掲げて無駄
な努力に終わらないよう、利用率のみに拘らない
観点も必要ではないだろうか。

藤崎委員

【できていない点】
2.施設の利用促進、利用開発による利用率向上
・すべての施設の利用率が目標を下回っている
点。
【不足していると感じられる点】
3.ニーズに基くサービス
・アンケートが公演単位で取られているため、経
常的な施設運営についてのみの意見が抽出・分析
できない点。
4. 広報取組について
・取組の成果を定量的に把握し切れていない点。
【改善提案】
2.施設の利用促進、利用開発による利用率向上
・利用しづらい施設については、利用条件の見直
しや魅力ある什器備品の設置、更新など積極的に
おこなうことが望まれる。
3.ニーズに基くサービス
・アンケートは利用者のみならず、例えば事業協
力関係のあった団体を通じて未利用者に対しても
実施し、潜在的なニーズを把握することが望まし
い。

B

Ｂ

【評価できると感じられる点】
1.　鑑賞機会提供の安定的開催と充実（鑑賞機会
提供事業）
・平成24年内におこなわれた主催公演を「10周年
記念興行」として開催し、公演数275（大入り70）
と目標水準を大きく超えた点。
・有名会入場者数が前年度比18.7％増と目標水準
を超えた点。
2.　にぎわい座からの創造発信（創造発信事業）
・情報発信公演を年4回実施し、2回の大入りを実
現している点。
3.　にぎわい座を拠点とした若手実演者の育成
（育成事業）
・小ホールでの若手育成公演を26回、また過去の
出演者との共演企画を3公演実施しし、目標水準を
大きく超えた点。
4.　多様な世代に向けた教育普及活動の拡充（体
験・学習事業）
・学校プログラム事業を年度内3回実施し、「寄席
体験プログラム」では1524人の参加者を集めた
点。
6.　大衆芸能に関わる市民活動への支援（市民活
動支援事業）
・中学生から大学生まで幅広い年代の学生の受入
を実施してきた点。

基
本
方
針

上杉委員 佐々木委員 西田委員

Ｂ

・「有名会」の入場者増、大入り公演数の実績、
若手育成公演の成功等、事業目標を上回る実績が
あった。
・一方、立地条件や館内施設の良さ、公演内容の
充実ぶりなどを考えると、来場者数を拡大する余
地があると思われるので、一層の努力を期待す
る。
・公演当日に周辺地区で飲食をする来場者を多く
見聞きしていることから、地域の活性化・街のに
ぎわいづくりに寄与していることが感じられる。

（１）
事
業
目
標

・１　目標実現化のためのコンセプトがしっかり
しており、チラシデザイン変更や団体誘致、浴場
組合との広報協力等、様々な取り組みにより、入
場者が昨年比で１８.７％増、年間で61公演の大入
り達成等、鑑賞機会の安定的開催への確たる成果
をあげています。
・３　若手応援の「小ホールで研鑽、芸能ホール
へ」の機会提供は、鑑賞者にもアピール、演者の
意欲を喚起する若手育成の仕組みづくりとして評
価できます。
・　６、８、９　　　市民協働による「野毛のま
ちなかキャンパス」を視察。協働の認識をもって
事業を展開しており、テーマを通して市民と地元
とにぎわい座がコラボレーションするプログラム
として、評価できます。今後も、クオリティの高
い事業内容と親しみある敷居の低さに加えて、
「にぎわい座」とその世界を市民とともに発展さ
せていく「市民協働」の考え方や取り組みが、指
定管理者にとって一層必要になると思います。地
域に開かれた芸能センターとして、２５年度以降
も、さらに本質的な市民協働の取り組みへ進化す
ることを期待しています。
･　１～９　（事業目標全体について）　視察や業
務評価資料、ヒヤリング等から、前回課題とされ
た各項目について、具体的な改善や対応がなされ
ており、評価します。「にぎわい座」総力をあげ
ての着実な管理運営姿勢が数値のみならず、来館
者や館内外の活気からも実感でき、総じて目標水
準を達成できていると思います。開場１０周年の
冠のなくなる２５年度以降も「にぎわい座」一丸
となって、市民が愛着と誇りのもてる横浜の大衆
芸能拠点として、継承と発展につとめていただく
ことを期待しています。

・２　目標利用率には未だ達していませんが、練
習室においては目標の８６％の利用率に達成する
など、地道な努力が数値に反映されており、改善
の途にあることがみてとれます。２５年度以降も
発想を豊かにもち利用率のアップに努めていただ
きたいと思います。
・４　広報について　　チラシ、ポスターやＨＰ
における見直し等、広報各種の検討や改善に取り
組み、総じて広報面では的確な情報発信と魅力の
創出がなされています。新規広報媒体の開拓な
ど、年間を通しての積極的な取り組みが成果に結
びついており、評価できます。
ＨＰは「にぎわい座」のリアルタイムの情報提供
の場であり、見直しはされましたが、部分的に改
善の余地があり、今後もできるだけ見やすく、的
確に情報が発信されるよう、恒常的な工夫を期待
します。

B

B

B

B

B Ｂ

・年間７０回を超える大入り公演があることなど
を考えると、公演事業の広報は相当程度行き届い
ているものと思われる。
・入場者数が少ない公演については、出演者や出
し物の魅力をホームページやチラシ等で伝える工
夫を期待する。

・仲入り後割引、ちらしデザインのリニューア
ル、浴場組合との連携など新しい試みに積極的に
取り組み、入場者数・入場料収入とも前年度より
大きく上回ったことを評価する。観客増には開場
１０周年も大いに与ったと思われるが、今後の具
体的な目標数値となったのではないだろうか。

・最近見直されている節劇を取り上げたことを評
価する。課題もあるが継続して実施する意義は大
きいと思われる。

・にぎわい座独自の視点での若手新人奨励賞の創
設を検討されてはいかがでしょうか。より多くの
若手新人が自主的に参加する動機になるのではな
いだろうか。

・「寄席体験プログラム」の企画は情操教育の観
点からも素晴らしい事業と評価できる。小学生の
頃の体験は大人になってから、様々な形で人格形
成に寄与するところが大きい。単に面白いものと
いうだけでなく、日本人が時代を経て培ってきた
文化や人情の機微に触れる貴重な機会である。

 ・「野毛まちなかキャンパス」の講座のうち、第
６週「野毛の山からノーエ」を視察したが、野毛
の歴史の中に身をおくことができ有意義な時間で
あった。歴史は覚えるものでなく、実際に触れて
みてよく分かるという経験であった。このような
忘れ去られようとしている大衆芸能に光を当てた
ことを評価したい。

（２）
運
営
目
標

Ｂ

Ｃ

【できていない点】
1.   経費削減及び収入増加策について
・収支差額ゼロ以上という達成目標が支出の増加
と収入の減少があったため実現できていない点。
【改善提案】
1.   経費削減及び収入増加策について
・支出と収入は連動していることを常に意識し、
すべての事業において「費用対効果」の視点を持
ち、さらに公演については「損益分岐点」による
管理が望まれます。
・既存顧客と新規顧客では異なるプロモーション
手段を用いることが望まれます。また、既存顧客
を優良顧客（リピーター）にする手段も他のサー
ビス企業をベンチマークしながら考えることが必
要です。

Ｂ

・観客から見て、施設の維持管理は良好である。
・大震災等の災害時を想定して、帰宅困難となる
来場者やその他の避難者等への対応を検討してお
くことが望ましい。

B

　内外ともに厳しい環境の中で、苦闘されている
様子が窺いしれる。収支のマイナスが続くことは
避けなければならないので、事業収入を増やすこ
とと支出を切り詰めることになり、出演料・広告
費（ポスター、ちらし等の経費）の軽減が求めら
れるのではないか。番組内容や質の低下を来たさ
ない一層の努力を期待する。

B

B

Ｃ

・管理費及び事務費の削減努力は認められるが、
収支差額ゼロは達成できなかった。経費の削減に
は限界もあると思われるので節減の取り組みは進
めつつも、事業収入及び利用料収入の増加につい
て目標数値を定めて戦略的に取り組むように期待
する。

Ｂ

・１　収支面では新規プロモーション展開や、浴
場組合との広報連携、経費削減等、各種努力に取
り組まれ、一定の効果をあげましたが、収支差額
ゼロは達成できていません。　収支マイナス要因
として、新シリーズの影響があげられてますが、
次世代を担う若手演者育成に注力の姿勢は「にぎ
わい座」として評価できるところであり、事業展
開と収支均衡の両立は工夫改善により可能だと思
いますので、今後の一層の努力に期待します。数
値目標には届いていませんが、努力とその先に建
設的な展望が見て取れますので、相応の評価とし
てＢとしました。

B

Ｂ

＜評価基準＞ 
Ａ（著しく優れている）：業務基準・目標水準を遥かに上回っている。 
Ｂ（適正）：業務基準・目標水準を達成できている（※標準点） 
Ｃ（改善の必要有）：業務基準・目標水準に満たない。又は一部未達成。 

＜コメント・理由欄＞ 
Ａ：数値・具体的な事項等を記入のこと。当初予定していなかった事業を実施し効果をあげたり、目標を遥かに上回った理由を記入。 
Ｂ：目標通り達成できている場合は特にコメント不要。目標と違う方法でも同様の効果が得られた場合はその様に記載。 
Ｃ：目標に達しなかった理由や今後の改善策を記載のこと。 

※各委員のコメント欄の数字は横浜にぎわい座第二期指定管理者業務評価表（１枚目）の（１）～（３）の目標の各項目を示す。 
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